アーティチョーク茶

Bông Atisô Sấy Khô
赤ハイビスカスの
Siro Hồng Hoa シロップ

鶏肉ジャーキー
Khô Gà
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３度目のお土産
知る人ぞ知るベトナムご当地名物

定番土産は配り終え、
流行のおしゃれアイテムも渡した。
さて、
次は何を贈ろう‥。
そんな時は、
「日本人はあまり知らない、
とって

おきの各地の特産」で勝負しては？ 日本では馴染みが薄いものでも、
うんちくと共に食べ方・使い方も添えれば喜ばれるはず。

もちろんベトナム生活にも取り入れられて、
一石二鳥！

ホイアンのチリソース

Tương Ớt Hội An 干しタケノコ
ベルベットタマリンドの砂糖漬け

Măng Khô

Say Rim Đường

バナナ煎餅

Bánh Tráng Chuối
※記事の情報は2020年5月取材時点のものです
※店舗等の都合や現地情報により内容が異なる場合があります

Da Lat

Hai Phong

和名はチョウセンアザミ。
さっぱりとした
甘味が特徴で、
マリネやピクルスなど
様々な料理にも用いられる

アーティチョーク茶

赤ハイビスカスの
シロップ

Bông Atisô Sấy Khô

Siro Hồng Hoa

2014年頃からハイフォンで人気に火が付
いた、赤ハイビスカスから作られたシロップや
お茶、
ジャム、
ワインなどの商品が、ベトナムな
らではの新しいお土産として注目を集めている。
シロップは、乾燥させた花弁とめしべを砂糖
と一緒に瓶詰し、
3 ～ 5日ほど漬け置いたもの
を鍋で煮詰めて作られる。ビタミンやミネラル
が豊富で、肉体疲労改善、夏バテ予防、疲労
回復、食欲増進といった効果があり、体の疲
れを解消してくれる。ポリフェノールとβカロテ
ンもたっぷり入っており、むくみ改善やコレスト
ロール降下、血中脂肪分解、新陳代謝促進、
便秘も改善してくれるので、痩せやすい身体
作りにぴったり。二日酔いや、酔い覚ましにも
良いそうだ。

優しい酸味と甘みで
涼をとるドリンクにぴったり
赤ハイビスカスは甘酸味があり、夏の暑さを
吹き飛ばすのにぴったり。ハイフォン産の自

“奇跡の効果”
がある花野菜をお茶に。
体のあらゆる問題を解決！

然素材を使った商品を販売する
「タムファーム
ショップ」の赤ハイビスカスのシロップは、オー
ガニック栽培のサトウキビを使用しており、
さ
らっとした甘みが特徴だ。
水割りなら、
シロップ1、
水6が同店のおすす
め。ホットでもアイスでも、好みで選ぼう。ソー

中部高原ダラッ
ト
（Da Lat）名物の花
野菜アーティチョーク（Artichoke）のつ
ぼみ。キク科の多年草で、ベトナムでは

煮出すか湯を注ぐだけ
毎日飲める健康茶

昔から薬用ハーブとして使われてきた。

ベトナムの家庭では、
豚足や豚の骨な

かつてフランス人の避暑地として開拓さ

どと一緒に煮てスープなどを作る。より手

れたダラット産は、
とくに栄養価が高いと

軽な方法としては、乾燥させたつぼみを

される。

お茶として飲むのが主流だ。1日ほど天日

アーティチョークは腸内の善玉菌を増
やし、
コレステロールや糖質を体外へ排

干しした後、乾燥機を使って50 ～ 70℃
で5時間ほど乾燥させる。

出する働きを強めるほか、腸内環境を整

ダラット産製品を取り扱う
「ランファー

え便秘解消にも一役買う。代謝が上が

ム」の
「アーティチョーク茶」は、1日に約

り、
ダイエッ
トにもよい。抗酸化作用のあ

20 ～ 30gの使用で十分な栄養がとれ

るポリフェノールも豊富で、老化防止や

る。1 ～ 1.5ℓの水を沸騰させて5 ～ 10

免疫力向上、
美白効果もある。ただし、
飲

分ほど煮出すか、ティーポットを使うなら3

みすぎると腎臓に良くないのでほどほどに。

回ほどまでお湯を注ぎ足せる。

ダに合わせれば、
さらに清涼感が増す。カクテ

ダラットを訪れるベトナ
ム人は、
必ずと言ってい
いほどアーティチョーク
茶を買うそうだ

「アーティチョーク茶／ Bông Atisô Sấy Khô」
（225g）21万9000VND

ルなどに使用されることもある。
近年はハイフォンのカットバー（Cat Ba）
島の
お土産として人気だ

花言葉は「常に新しい美」
老化防止の効果がある
赤いシロップ
ダラット産のシロップなら、
桑の実シロップ
ロップ ／ Nuoc Cot Dau Tam」
（1本
（300ml）5万4000VND）
を販売。ワイン
作りでも用いられる桑の実を使用し、保存

優しい香りと味わいで飲みやすい蓮茶。特に蓮の実
の芯（芽）を使った南中部の名物「蓮芯茶／ Tra Tim

料不使用の100％オーガニック製品だ。ビ

Sen」
（4万VND ／ランファーム）は、
少々ほろ苦いが不

タミンが豊富で美白効果があるほか、食事

張感を抑え、体の高血圧症や頭痛も和らげてくれる。配
合されえたトケイソウの花が、
さらに快適な眠りへと誘っ
毒性成分となるアルカロイドが含
まれているため、
循環器系の疾患
がある人は注意しよう

てくれる。1パックを150 ～ 200mlの湯に入れ、3 ～ 5
分待とう。1パックで3 ～ 5回までお湯が継ぎ足せる。

「赤ハイビスカスのシロップ／ Siro Hồng Hoa」
1本
（380ml）15万VND

「ランファームストア」
（p.8）
では、
「桑の実シ

体に優しい
“花茶”
なら
不眠症に効く
「蓮芯茶」も！

眠症を防止する効果がある。精神状態を安定させ、緊

鮮やかな赤色が特徴。
「赤ハイビスカスティー
／Tra Hong Hoa」
（8
万8000VND）
もある

前に少し飲むと食欲を刺激し、消化改善も

ランファームストア／ L’
angfarm Store
 6 Nguyen Thi Minh Khai St., Ward 1,
Da Lat
 (026) 3351 0520 / 1900 9065
 7:30 ～ 22:30
@langfarmdacsandalat
※国内各地に支店あり

できる。シロップ1、
水6の割合で混ぜて、
冷
新鮮な果物の味が溢れ、1口飲む
だけでも、
ダラットの自然を満喫して
いるかのような気分に浸れる

やして飲もう。ただし、桑の実は身体を冷や
すので、
お腹が痛いときに飲まないように注
意を。

タムファームショップ ／ Tam Farm Shop
 44 Van Cao St., Ngo Quyen Dist., Hai Phong
 096 119 9525  7:00 ～ 22:30
@shoptamfarm

成り立ちを知ると少々抵抗を覚え
るかもしれないが、
ボトルはかわいら
しく贈り物にぴったり

“冬は虫、
夏は草”
不老長寿の秘薬として重用

鶏肉ジャーキー

冬虫夏草
（とうちゅうかそう）
はその名

う症の予防が期待できる。免疫力を高

の通り、冬の間は昆虫に寄生して虫を

められ、病気のある人だけでなく、栄養

栄養として育ち、夏になると虫の殻を

不足の人や老人にもおすすめできる。

破って生えてくるキノコの総称。漢方
の生薬や、薬膳料理、宮廷料理など
に用いられてきた歴史がある。アジア
の高原地帯に生息し、ベトナムでは養
殖に成功している。
コルディセピンやβ-D-グルカン、D-

そのまま食べる以外にも
使い方はバラエティ豊か
食用には、冬虫夏草を乾燥させる

Khô Gà

「冬虫夏草／ Đông Trùng Hạ Thảo」
1瓶
（10g）32万9000VND

のが一般的だ。お茶のように煮だし

10本とお湯を入れて30分じっくり待

て飲んだり、酒やはちみつに漬けたり

つ。体が最も栄養を吸収できる時間

マンニトール、
メラトニン、
キチン、
キトサ

するほか、小さくすり潰して煮物やスー

の起床後に飲むのがおすすめだ。3

ンなどの有効成分が豊富に含まれて

プ、おかゆに入れるなど、使用方法は

回までお 湯が 注ぎ 足 せる。60 ～

いるため、老化防止や動脈硬化など

さまざま。

の生活習慣病の改善、
ガンと骨粗しょ

Long An

もともとは中南部の名物で、
近年のブームにより全土で
見かけることが多くなった

食べ出すと止まらない！
噛めば噛むほど出る甘味

70℃の湯で3分戻して直接食べるの

お茶にするなら、ティーポットに約

もよく、
まろやかな味わいだ。

同じキノコ系でも
知名度の高さならシイタケを
シイタケは食材としてはもちろん、実は生薬としてもよく
使われる。カリウムや鉄分、マグネシウム、
ビタミンDなど
が含まれ、栄養がたっぷりだ。エリタデニンも含まれてお
り、
悪玉コレステロールを下げてくれる。カロリーが低く、
ダ
イエッ
トの強い味方でもある。
約1年の保存が可能。水に漬けて
戻してから調理しよう

ベトナムでは春巻きなどの定番料理でよく使われる。さ
まざまな料理に入れられるため、国内の消費量は多い。
「ランファームストア」なら1袋
（150g）24万1000VND。

ランファームストア／ L’
angfarm Store

ベトナム人がご飯のおかずとしてよ

ご飯のお供としてのほか、おやつや酒

 6 Nguyen Thi Minh Khai St., Ward 1,
Da Lat
 (026) 3351 0520 / 1900 9065
 7:30 ～ 22:30
@langfarmdacsandalat
※国内各地に支店あり

く食べる鶏肉でんぶを加工したもの。

の肴としても活躍。風味が強く食欲をそ

調味料のバランス良い組み合わせに

そるため、前菜としても使える。

病みつきになるくらい中毒性のある味
で、子どもから大人まで幅広く愛されて
いる。
茹でた鶏肉を小さく切り、魚醤ヌック

天然の冬虫夏草は希少価値が高く、
近年は養殖されたものが多い

冬虫夏草
Đông Trùng Hạ Thảo

辛味が強い鶏肉ジャーキーと、
レモングラスと
レモン木の葉入りの2種類がある

選ぶならオーガニック！
ビール好きな男性に
「クエホームメイド」の鶏肉ジャーキーは、

マム
（Nuoc Mam）や植物油、塩、砂糖、

南部のロンアン
（Long An）
省産の鶏肉

レモングラス、
ライムの葉、唐辛子を合わ

を使用している。鶏にはオーガニックの

せて味付けるため、風味豊か。30 ～ 60

餌を与えており、鶏肉の質が良く、噛め

分ほど漬け置いた後、フライパンなどで

ば噛むほど甘味が強くなる。ベトナム人

炒って水分を飛ばしたら完成だ。主に

だけでなく、日本人など外国人にも馴染

鶏の胸肉を使うため、脂質が低くたんぱ

みやすい味で、また、ベトナムらしさが出

く質が豊富なため、筋肉を付けたい人に

ているパッケージも好評だ。冷たいビー

おすすめだ。

ルと合わせて楽しもう。

「鶏肉ジャーキー／ Khô Gà」
瓶詰
（300g）30万VND、
袋入り
（200g）15万～ 16万VND

酒のつまみなら、
ピーナッツも外せない！
ニンニクとチリパウダー、塩、砂糖などを合わせて、
少し焦げるまで煎った「ニンニク煎りピーナッツ／
Dau Phong Chay Toi」
（9万5000VND）
。カリ
カリとした食感が特徴で、
ご飯のおかずやおやつと
して親しまれている。
ピーナッツに含まれる脂質は太りにくい植物性
の油で、血中の中性脂肪や悪玉コレステロールを
「クエホームメイ
ド」
で販売。
名産地ロ
ンアン省のピーナッツを使用

下げ、動脈硬化などの生活習慣病を予防する効
果もある。

クエホームメイド／ Que Homemade
 84 Dien Bien Phu St., Dist. 1,
HCMC
 090 812 8486
 8:00 ～ 21:30
@quehomemade

甘味、
酸味、
辛味が口の中で踊る
風味豊かな中部の果物

甘いバナナの香りは
子ども時代の思い出の味

ベルベッ
トタマリンド
（Trai Say Nhung、
和名チョウセンモダマ）は、
タマリンドに似
たマメ科の1種で、ニントゥアン（Ninh
Thuan）省ファンラン
（Phan Rang）
をは
じめ、中南部ならではの果物だ。砂糖漬
けにしたお菓子は地元の子どもに人気
で、学校の放課後のおやつとして親しま
れている。
タマリンドと比べると酸味が少なく、甘
味が強い。生食するのほか、砂糖漬け
や、塩・唐辛子漬けにするのが一般的だ。
砂糖水、
または塩、唐辛子、
ライムジュー
スなどを混ぜて瓶詰し、約1週間漬け置

Ben Tre

く。スパイスが果肉にしっかりと染みわた
り、一口噛むとさまざまな味が口の中に
広がる。

現地から取り寄せて厳選
子どもの頃のおやつの味

バナナ煎餅

「幼い頃に食べた味の思い出を守りた

Bánh Tráng Chuối

昔ながらの南部の子どもたちのおやつ

い」
という思いで始まったオンラインショッ
プ。ベルベットタマリンドはニントゥアン
省の気候の中でのみ育つため、現地か

南部のベンチェー（Ben Tre）省の名
物で、バナナ煎餅の製造で長い歴史を
誇る村も複数存在する。中南部のフエ
やダナンでもよく食べられ、大人は幼い
頃の懐かしいおやつをイメージする。

オンラインでも販売。他にも、
「ココナッツミルク煎餅
／Banh Trang Cot Dua」
（2枚2万VND）
など各
地のさまざまな名物も販売

「バナナ煎餅／ Bánh Tráng Chuốˊi」
1枚6000 ～ 7000VND

が深く、果肉が柔らか過ぎず焼く際に割
れにくいためだ。

漬けの作り方を参考にしつつ、昔の味を

やっぱり焼きたてが美味！
自宅用も手に入る

が多いものを選んでいるのも特徴だ。

煎餅はキャッサバから作られる。すり潰

2016年から各地の名物を販売する

したキャッサバにココナッツミルクと砂糖を

路上の店「バインチャンクエーゴアイ」の

混ぜた生地を、
直径約30cmの薄い円に

バナナ煎餅は、そのサクサク感が好評

なるまで打ち延ばす。薄くスライスしたバ

だ。周辺では買ったばかりの煎餅を、す

ナナを上に乗せ、2日間、
天日干しにしたら、

ぐにポリポリ食べ始める人も多い。袋の

サクサクになるまで炭火で焼きあげる。
ちなみにバナナは東南アジア品種の

ら直接取り寄せている。伝統的な砂糖
思い出しながら調整を加えている。果肉

ベルベットタマリンドの
砂糖漬け

中で食べやすいサイズに割ってから口
に運ぶのがコツ。保存期間は3 ～ 4日。

ピサンアワック（Pisang Awak）を必ず

焼く前のせんべいも販売しており、自宅

使用。他の種類のバナナと比べて甘味

で好みの加減で焼くこともできる。

Ninh Thuan

生のベルベットタマリンドも販売中。国外に
住むベトナム人からの問い合わせも多いそう

「ベルベットタマリンドの砂糖漬け／
Say Rim Đường」
1瓶
（200 ～ 400g）10万～ 19万VND

Say Rim Đường
果肉は甘味と酸味のバランスが良く、生で食べてもおいしい

サクサク感なら、
負けない！
南部名物おこげスナック
カリカリのおこげに鶏でんぶを乗せ、サク
サクになるまで揚げた「おこげの鶏でんぶの
せ／ Com Chay Cha Bong」
。店舗とオ
ンラインで販売する専門店「サイゴンのウッ
トおばさんのおこげ」では11万5000VND
サイゴンのウットおばさんのおこげ
Com Chay Co Ut Sai Gon
 27/45 Tran Khac Chan St., Dist. 1, HCMC
 093 233 3462  要問い合わせ
@comchaycoutsaigon

喉の痛みを和らげる効果もある。
旧正月テトのおやつで良く食べられる

バインチャンクエーゴアイ
Banh Trang Que Ngoai

で販売。辛さのレベルが選べる。

ネギ、
ヌックマム、
唐辛子、
ニンニクなど
を使用したソースを掛けて食べよう

 44 Cao Van Lau St., Ward 1, Dist. 6,
HCMC
 093 385 6925
 9:00 ～ 21:00
@banhnhalam999

バータウライ／ Ba Tau Lai
 572/8 Nguyen Trai St., Ward 8, Dist. 5,
HCMC
 093 368 8898
 8:00 ～ 21:00
@Xayrimphanrang

甘味と酸味を楽しむなら、キンカンの砂糖漬けも
北部フンイエン
（Hung Yen）省のお土産として人気の梅菓子
「キンカンの砂
糖漬け／O Mai Quat」
。そのまま食べるのもよし、
砂糖の代わりに紅茶などに入
れてもよし。
「クエホームメイド」
（p.11）
では、1本
（300ｇ）9万5000VNDで販売。

Tay Bac

Hoi An

干しタケノコ

ホイアンのチリソース

Măng Khô

Tương Ớt Hội An

ベトナムの食卓には欠かせない
素材。生とは食感が大きく異なり、
独特の歯ざわりがある

テト料理の定番
ほろ苦く、
独特な食感がクセになる!

ベトナム料理に限らず、
どんな料理にも合わせ
やすい。豆板醤の代わりに使うのもありだ

“ホイアン料理の魂”
と
地元が誇る自家製チリソース
ベトナム中部のホイアンは、鶏飯「コム
ガー／ Com Ga」
、麺 料 理「カオラウ／
Cao Lau」などの名物料理で知られる。実
はそれらを引き立ててくれる名脇役がチリ
ソース
「辣椒醤
（ラアジャオジャン）
」だ。
唐辛子の種を取らずに茹でてから砕き、
トマトと一緒に煮る。ペースト状になったら、
ニンニクやゴマなどを入れて再び炒めると、
見た目は鮮やかな輝く赤色に。香りからす
でに辛味が感じられ、風味も豊かだ。かつ
て漢方薬の輸出が盛んだったというホイア
ンの歴史と個性が生きている。

R e cipe

「ナンバーファイブ／No.5」
は創始者の愛称「５番目の
姉さん
（Co Nam）
」
から

「ホイアンのチリソース／
Tương Ớt Hội An」
1本
（240gr）
6万5000VND

5代目が味を紡ぐ
門外不出の逸品ソース
ホイアンには自家製チリソースの店
がいくつかあるが、中でも「No.5」の
愛称で親しまれる「チエウファット」は
格別。約150年の歴史を誇り、代々
の女将のみに受け継がれてきた秘伝
のチリソースは、
強い甘味の後、
しっか

HOI AN
チエウファットのチリソース
Tuong Ot Trieu Phat
 41 Nguyen Thai Hoc St., Minh An
Ward, Hoi An, Quang Nam Province
 090 518 7798  要問い合わせ
TUONG OT TRIEU PHAT

HCMC

りと辛さが出たと思えば再び甘味に

タットサインサック／ THAT Xanh Sach

変わり、コクもある。チリソース工場は

 132B Nguyen Trong Tuyen St., Phu
Nhuan Dist.  093 476 8187
 要問い合わせ @Thatxanhsach

見学可。

辛さが後を引く！ エビのチリソース炒め
①エビ
（300g）
の背ワタを取り、
片栗粉をまぶす

茂るタケノコ。ベトナムではタケノコと言え
ば、
干しタケノコを思い浮かべる人が多い。
生のタケノコの皮を剥き、根本を切る。
「干しタケノコ／ Măng Khô」
1㎏ 22万VND ～

30分ほど茹でたら20分冷まし、約20㎝に
スライスしてり、3 ～ 6日ほど天日干しにす
る。その間、6時間に1回はひっくり返すこ

乾燥タケノコは柔らかくなるまで、
じっくり一晩は
水に漬けること。
その間に水を数回変えて、
繊
維をほぐすようにしっかり洗おう

とが必要だ。

ドンスアン市場／ Cho Dong Xuan

理に干しタケノコと骨付き豚肉のスープが

 Dong Xuan St., Hoan Kiem St.,
Hanoi
 7:00 ～ 18:00

プの香りは、テトの雰囲気を感じさせる風

R ecipe

ベトナム北部では、旧正月テト（Tet）料
必ずといっていいほど登場する。そのスー
物詩なのだ。

旨味が増したヘルシー食材
市場の乾物売り場で
生のタケノコよりも、下処理した干しタ
ケノコの方が甘味が強く、コリっとした食
感が特徴だ。食物繊維やビタミンが豊
富で、腸を刺激して排便を促すなど、体
内にたまった老廃物を排出してくれる。
コレステロールの含有量はゼロで、低脂
質のためカロリーは低くてヘルシーだ。
一般の市場で簡単に見つけられる。ハ
ノイのドンスアン市場なら、裏のほうにあ
る乾物の売り場で販売されている。販
売店が多く、価格が異なることもある。

コリコリ触感に病みつき！
干しタケノコの炊き込みご飯
①干しタケノコ（30 ～ 40g）
を水に一晩着け、流水でよく洗って1cm角
に切る

②ケチャップ（大さじ４）
、水（100ml）
、砂糖（小さじ１）
、塩（小さじ1/2）
を
混ぜ合わせる

②コメ3合（540ml）
を洗って水を切り、
だし汁（600ml）
、
醤油・酒・みりん（各

③フライパンに油を熱し、
ニンニク（1片）のみじん切りを加え、香りが立っ

大さじ３）
、
塩
（小さじ１）
に20分ほど漬けておく

たらエビを加えて色が変わるまで炒める

③干しタケノコに、
だし汁150ml、
醤油・酒・みりん（各大さじ１）
、
塩ひとつまみ

④ホイアンチリソース
（大さじ１）
を加えて炒める。

をあわせ、5分ほど煮て、
水気を切る

⑤ネギ
（1本）
のみじん切りを加え、酒
（大さじ2）
をかけ回す
皿に盛ってから、
ごま油をたらすと風味が増す

市街地で竹を目にすることは少ないもの
の、郊外へ出ると川岸などの至る所に生い

⑥②のソースを加え、
とろみがつくまで炒める

土鍋で炊く場合は、
①で炊き始めた後、
沸騰したらいったん蓋を開けて中身
をよくまぜ、
弱火で7～8分ほど炊き、
蓋をしたまま20分蒸らすと、
香ばしいお
こげができる

④鶏肉
（200g）
をひと口大に、
ニンジン
（小1本）
をみじん切りにする
⑤炊飯窯に ②を入れ、
③④を加えて炊く

